F ield camp
8/28（金）〜 9/30（水）
1年 に3回 の

ロゴスのお祭り

メイプルフェスタ
開催決定 9/24（木）〜9/28（月）
展示品がなんと20％OFFで購入できるチャンス。
今年もセンターコートで展示テントの即売会を行います。

#メイプルフェスタ

キャンプ料理教室

9/26（土）・27

キャンベル缶を使った
（日） キャンプ料理教室

開催時間：11時〜・15時〜 1日2回開催（所要時間60分）
定員：1回につき4組（1組2〜5名）
場所：1F BBQPIT（屋外BBQ場）
費用：1組6,000円（税別）
（1組4〜5名分程度の料理を作ります）
事前予約制：050-3134-5590（10時〜20時）※お電話または店頭でお願いします。

道 具 が 揃 え ば 、楽 し い 時 間 は もっと 増 や せ る ♪
初めての方や、
お庭での使用が
しやすいミニマムサイズ。
オプションで拡張も可能。

エントリーIGT

（W86.5×D44×H40cｍ）

18,480円（税込）
1F／Snow Peak

Snow Peak
HOME＆CAMPバーナー
既成概念を覆すコンパクト設計！
部屋に飾っても美しいデザインなので、
しまい込まずにいつでも気軽に持ち
出せてキャンプやピクニックにも重宝
します。もちろんお家使いや、非常用
として贈り物にもオススメ。

ボトル形状に収められる
カセットコンロ。INではもちろん、
OUTでも風に負けない設計。

HOME&CAMPバーナー

（収納サイズ/W9×D12×H25.5cｍ）

10,978円（税込）
1F／Snow Peak

IH対応、お手入れが簡単な
ステンレス製ダッチオーブン。

〈SOTO〉

ステンレスダッチオーブン
8インチ（容量約2.6L）

19,800円（税込）
1F／BBQPIT

BBQPIT
〈SOTO〉ステンレスダッチオーブン 8インチ
ダッチオーブンの魅力はそのままに、
お手入れ簡単なオールステンレス製
でしかもIH対応。
煮る・炒める・蒸す・焼く調理がこれ一台で、
好きな時に
好きな場所でキャンプ飯が楽しめるスグレモノ！

ステンレスダッチオーブンで、
おうちでキャンプご飯
●ブルーベリーボルケーノ
【道具と材料】

・ダッチオーブン8インチ
・ 冷凍ブルーベリー
（100g）
・マシュマロ
（8個くらい）
・クラッカー適量
❶冷凍ブルーベリーを中火で炒める。
❷ブルーベリーがしんなりしてきたらマシュマロを上に並べる。
❸マシュマロが溶けて、
マシュマロの隙間からブルーベリーが吹き出してきたら
かき混ぜてマーブル状にする。
❹クラッカーにのせて食べる。

●トマトとチーズの無水スープ
【道具と材料】

・ダッチオーブン8インチ
・トマト6個 ・ ベーコン100g
・ パルメジャーノレジャーノ
（150〜250g程度のポーションの皮部分）
・塩

❶トマトのヘタをとり大きめの乱切りにしダッチオーブンにいれる。
❷ベーコンはダイス状にカットして入れる。
❸全体に塩をふってトマトの水分を出やすくする。※水は入れない
❹中火で火にかける
❺トマトから水分が出てスープ状になり始めたら、パルメジャーノレジャーノの
皮の部分から厚さ15〜20ミリくらいをダッチオーブンに入れる。
※細かくカットする必要なし
❻皮部分は溶けずに残りますが、
しなしなになってきたら出汁も出たので食べる。
※トマトの水分が飛ばないように火加減に注意しましょう

中に仕切りが付いており、
焼き上がった食パンをキレイに等分できます。
〈HIGHMOUNT〉

ホットサンドメーカーダブル

3,300円（税込）
3F／グローバルワーク

グローバルワーク
GLUTTON スキレット
歴史ある鋳物の技法でつくられた
スキレットは使い込むほどに愛着が
わき、熱伝導率や保温性も抜群！
素材の旨味を引き出す道具で絶品
キャンプ飯をぜひ。インテリアとしても
無骨でかっこいい、ロゴの刻印も◎。

アウトドアからご家庭まで、
調理後アツアツのまま食卓へ！
〈GLUTTON〉

GLUTTON スキレット

1,650円（税込）
3F／グローバルワーク

ステンレスの仕切り付きトレイ。
自宅でもキャンプ気分が味わえます。
〈CITY CREEK〉

CT ラウンド3トレイ

550円（税込）

1F／niko and ...

niko and …
CT ステンランチボックス
普段はおしゃれなステンレスの
ランチBOXとして、休日はアウト
ドアやBBQでも大活躍！留め具が
取っ手になるので、直火にかけて
そのまま調理ができます
（米1合分）
。
臭い移りがしにくいのも魅力。

直火にもかけられるランチボックス。
ステンレスは臭い移りしにくく、
アウトドアにもオススメ。
〈CITY CREEK〉

CT ステンランチボックス

1,430円（税込）

（容量約675㎖）
1F／niko and ...

自宅で気軽に
燻製が楽しめます。

LOGOSの
森林クラフトスモーカー

1,980円（税込）
1F／LOGOS SHOP

LOGOSの森林クラフトスモーカー
折って組み立てるだけ、段ボール素材の簡単スモーカー。
キッチンの換気扇下でも使えるから、キャンプだけでなく
家ナカやお庭、ベランピングなどいろんなシーンで
役立ちます。

野 外 で の 調 理 や B B Q の 時 に 着 た い 服 は コ レ！

難燃性素材を使用したハットで、野外での
調理にも最適です。うちわとしても使用可能。

フエゴハット 5,170円（税込）
1F／モンベル

モンベル

フエゴパーカ

BBQや焚き火で火の粉を受けても、
穴があきにくい難燃性素材だから安心♪
コットンのような自然な風合いで、
キャンプから普段使いまで幅広く
着回せます。薄手のダウンやフリースの
上からでも羽織れるゆったりサイズ。

独自開発した難燃性素材
「フレアテクト」
を使用！
焚火やBBQに最適です。

フエゴパーカMen s

12,760円（税込）
1F／モンベル

BBQには最適な雨や
紫外線も防げる防水ハット。

ゲッパーブーニー

4,070

各
円（税込）
1F／コロンビアスポーツウェア

蒸れを逃がし、燃えにくい素材を使用。
長時間の着用も快適にサポート。

ツキャノンアイルジャケット
1F／コロンビアスポーツウェア

10,010円（税込）

各

コロンビアスポーツウェア
ツキャノンアイルジャケット
体と環境に優しい紙糸とコットンを
混紡したハリ感のあるジャケット。
調湿性、ドライ感、通気性に優れた
長時間快適な着心地のアウターを、
野外はもちろん家ナカキャンプや
ベランピングにも。

キャン プ 飯 を 格 上 げ す る お い しさ ア レ コ レ
ノンソルトなのでソースの味が
引き立ちます。

タコスチップス プレーン（120g）

270円（税込）

1F／カルディコーヒーファーム

ざく切り野菜がたっぷり入った、
ピリッと辛いサルサソース。
〈メキシチョイス〉
サルサソース（マイルド）
（340g）

390円（税込）

1F／カルディコーヒーファーム

カルディコーヒーファーム サルサソース（マイルド）
トマトをメインにして仕上げた本格サルサで、キャンプ飯を手軽に
おいしくビジュアル映えもランクアップ！ そのままディップにしたり、
タコスやオムレツのトッピングにしたりなど、アレンジも自在です。

無洗米で手間が省けます。全国のお米が
よりどり4袋で1,080円
（税込）
〈O-ETSU食品〉

和柄ギフト米（約150g（1合））

367

1袋
円（税込）
1F／しなまつり

しなまつり
LUCKY DOG/LUCKY CAT

日本酒メーカーで有名な
黄桜が作ったクラフトビール！

京都の名水を使い、腕利きのブルワー
によって仕込まれたクラフトビール！
カスケードホップの香り爽やかな
「LUCKY DOG」は肉料理、柚子香る
「LUCKY CAT」は魚料理に合う♪旨味
豊かな１杯をキャンプ飯のおトモにぜひ。

〈黄桜株式会社〉

LUCKY DOG/LUCKY CAT

302円（税込）

（350㎖）
各
1F／しなまつり

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。※掲載価格は一部を除き、
消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭で
は、
税抜価格で表記している場合がございます。詳しくは、
各店舗までお問い合わせください。※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載
内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※写真・イラストは全てイメージです。※内容は2020年8月28日
（金）
現在のものとなります。
施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウィルス感染拡大防止のため様々な取り組みを実施しており
ます。ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。また、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・
営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの
「お知らせ」
ページから最新の営業時間をご
確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

